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Abstract:
The purpose of this report is to provide opportunities for further deepening the class design of career
education subjects. In particular, through a research study using "PBL" and "instructional design" as
keywords, we will organize teaching strategies that are useful for class staff in thinking about class design.
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要旨： 本稿ではキャリア教育科目群の授業設計に関して，さらなる深化に向けた契機とすることを目的とし，
特に“PBL”“インストラクショナルデザイン”をキーワードとした調査研究から，授業担当者が授業設計を考
える際のティップス的価値について整理･考察を行う．
キーワード：PBL，インストラクショナルデザイン，アクティブ･ラーニング，授業設計

１．はじめに
近年，高等教育改革においては，
「（教員が）
“何を
教えたか”ではなく，
（学習者が）
“何ができるように
なったか”」「教員中心から学生中心の大学へのパラ
ダイムシフト」などについて意識した各大学の取り
組みが常識となっている．各大学が取り組む方向性
の指針としては，文部科学省からこれまでに複数
の答申等が出されており，これらを契機とした議
論が展開されている．
本学においても 2017 年度より，従来カリキュラム
を一新させた大胆な教育改革を断行しており，幾つ
かある特徴の中で，1 年次から 3 年次にかけて設定さ
れている必修科目を「キャリア教育科目群」として位
置づけ，相互連携および各科目の役割（到達目標の明
確化）を意識したカリキュラム運営が試みられてい
る（図 1 参照）．
「共通基盤ワークショップ 1･2」は 4
年間の学びのまさに基盤を形成するための科目とし
て，完全アクティブラーニング型の授業が専任教員

のみの担当にて運営されている．2 年次の同科目では，
「PBL 型授業」が半期に約 20 クラス開講されてお
り，その一部は企業連携テーマもある．
本稿では図 1 に示した「キャリア教育科目群」の
授業設計に関して，さらなる深化に向けた契機とす
ることを目的とする．特に「PBL」
「インストラクシ
ョナルデザイン」をキーワードとした調査研究から，
授業担当者が授業設計を考える際のティップス的価
値について，整理･考察を試みる．
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2．PBLの歴史的観点と分類
複数の文献資料においても同様な背景整理が行わ
れているが，本稿においても幾つかの資料を参考に
再解釈を試みたいと思う．
先ず抑えるべきポイントとして，PBL の教育学理
論（モデル）としての起源を整理する．1900 年代初
頭にデューイは経験主義教育論に基づき，
「問題基盤
型学習（Problem-based learning）」を提唱した[1]．
その中身を要約すると次の通りである．教員が教育
の主導権を握る従来の系統学習に対して，学習者（生
徒）の主体性を重要視する学習活動が本質的なもの
であり，例えば「経験」の前提に「生活」があり，そ
こで遭遇する問題解決が学習の本質であるとする学
習プロセスとしては，①問題への気づき，②問題の同
定，③仮説の立案，④仮説の意味推論，⑤仮説の検証，
といった 5 段階のプロセスを示した．
その後，この理論はデューイの教えを引き継ぐ者
で展開され，キルパトリックによって「プロジェクト
メソッド」という学習方法が考案された[2]．これが
「プロジェクト型学習（Project-based learning）」の
起源と考えられる．このプロジェクトメソッドでは，
学習者が主体となり，①学習目標の設定，②具体的な
行動計画の考案，③計画の実行，④結果の評価，とい
った学習プロセスが定義されている．
上述のように 2 種類の PBL に関する概念について
は，その起源は同一であることを押えた上で，俯瞰す
る視点において，アクティブ･ラーニング手法の分類
における PBL の位置づけについて整理する．山地は
アクティブ･ラーニング技法に関して，
「活動の範囲」
と「構造の自由度」を 2 軸とした事象分類を試みて
いる[3]．図 2 からも理解できるように，アクティブ･
ラーニングは多様なフィールドを有していることを
特徴に持ち，2 種類の PBL は何れも「応用的で高度
なアクティブ･ラーニング」と解釈することができ，
山地は“高度なアクティブ･ラーニングに取り組む前
に，第Ⅲ象限や第Ⅳ象限にあるような「思考を活性化
する」学習形態に十分馴染む必要がある”と言及して
いる．
また，山田は「学び」について，学習形態としての
「アクティブ」と「パッシブ」の指標（縦軸）に，学
習の質としての「深さ」の指標（横軸）を加え，
「Surface-Passive Learning（浅い受動的学習）」
「 Surface-Active Learning （ 浅 い 能 動 的 学 習 ）」
「Deep-Passive Learning（深い受動的学習）」
「DeepActive Learning（深く能動的学習）」に分類してい
る（図 3 参照）[4]．従来の講義形式（網羅主義）は
「Surface-Passive Learning（浅い受動的学習）」に
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位置付けられると考えられるが，授業運営の工夫次
第では「Deep-Passive Learning（深い受動的学習）
」
につなげることも可能と考えられる．よく考えて設
計された PBL 型授業においては，「Deep-Active
Learning（深く能動的学習）
」に到達できていること
が推察されるが，ある科目を授業設計する際は，複数
の学習形態を適材適所に選んでいく思考がポイント
と考えられる．山田（2017）は“現在，４つの象限の
うち，①から②へ，②から④へといった流れが期待さ
れているが，どれかを排除するのではなくすべての
領域が必要であると考えている．
（中略）無批判に一
方的に流れるのではなく，選択肢を増やし，目的に応
じて使い分けることがより重要となる．
”と述べてい
る．さらに，ウィギンズとマクタイの著書を翻訳した
西岡の文献[5]を引用し，「（知識・スキルの修得につ
いて）網羅に焦点を合わせた指導」と「活動に焦点を
合わせた指導」のいずれも失敗であるという現象の
「双子の過ち」に言及している．前者は受動的で教育
効果は低く，後者は積極的だが知識獲得が不十分で
あるということである．
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アクティブ･ラーニング手法の分類[3]
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学習形態の分類[4]
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3．インストラクショナルデザイン
インストラクショナルデザイン（ID；Instructional
Design，以下 ID と略記）とは，研修の効果と効率と
魅力を高めるためのシステム的なアプローチに関す
る方法論である．その定義について鈴木（2006）は，
「教育活動の効果と効率と魅力を高めるための手段
を集大成したモデルや研究分野，またはそれらを応
用して学習支援環境を実現するプロセスのこと」と
説明した[6]．松田ら（2017）は，ID が目指す 3 つの
目標について，次のように説明している[7]．
 教育の“効果”とは，大学教育の文脈で言えば，学
生の実力がつき，しっかりと学んだことを確認し，
自信をもって単位を出せること
 教育の“効率”は，たとえば学生にとっては学びた
い内容を短時間で理解できることであり，教員にと
っては，過去の授業で作成した教材や既存のテキス
トなどを活用などして，開発の効率化を考えていく
こと
 “魅力”とは，学生が楽しいと感じ，自分のために
なったという満足感を得て，さらに学びたいと思う
ようになる工夫をすること
次に周辺の重要理論なども含めて，ID の諸理論に
ついて整理したいと思う．
〇ID プロセス：ADDIE モデル
「ADDIE モデル」とは，Analysis 分析･Design 設
計･Development 開発･Implement 実施･Evaluation
評価を循環させ，改善していくという，システム的な
アプローチとして展開されている．ここで，ADDIE

モデル＝ID ではないことに注意しなければいけない．
すなわち，図 4 に示すように，ID プロセス＝ADDIE
モデルを下支えするのが ID 理論であり，必要に応じ
て様々な他分野の理論と融合させて展開を図ること
がポイントとなる．
〇メリルの ID 第一原理
メリルは近年の ID モデルに共通して見られる特
徴について考察し，
「ID 第一原理（First Principals）」
を提唱した[8]．これは，多くの ID モデル･理論のメ
タ方略集と言え，
「5 つの項目による教授方略例」を
示したものである（図 5 参照）
．
①現実世界の問題（Problem）から導入し，②学習
者の経験を呼び覚まし（Activation），③身につける
べき能力の特徴に応じた例示（Demonstration），④
先の例示を踏まえて別の例を自分で展開してみる応
用（Application），⑤学びの成果をリフレクションす
ることによる学習と試行の統合（Integration）
，以上
１つの事例に対して５つの要素を展開し，複数の現
実的な問題に対して適用していくことで再構成され
ていく．
これらは「五つ星インストラクションの要件」とも
呼ばれており，各要素の具体的な内容は授業設計に
おいて極めて重要と考えられ，表 1 に「教授方略例」
として，鈴木（2018）の翻訳例を掲載する[9]．
中身を少し考察すると，各項目に対して具体的に
どのようなアクションをするかについては，当事者
が考案する必要があるが，学習者を導くためのプロ
セスとしては，同類の複数モデルが含まれている（各
理論のポイントは考慮されている）ということなの
で，非常にすっきりとした分かり易い印象を受ける
のは，筆者だけでは無いはずと推察する．

図5

図4

ID プロセス＝ADDIE モデルと ID 理論

－ 19 －

ID の第一原理が示す教授方略

湘南工科大学紀要

表1
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メリルの ID 第一原理に基づく教授方略例[9]
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〇ガニェの 9 教授事象
学習目標を達成するために考える「どのような学
習環境を整えて，どのような働きかけをするか」に関
する手順計画，すなわち教授方略の例として，最も有
名なのが「ガニェの 9 教授事象」がある[10]．池上
（2010）は，9 教授事象モデルが誕生した背景とし
て，
“（前略）学習理論が「行動主義心理学」から「認
知主義心理学」へ移行したことがある．行動主義心理
学では頭の中で起きている学習のプロセスはブラッ
クボックスとして扱ったが，認知主義心理学は人間
をコンピュータと比較することで学習の内的過程
（頭の中で起きている学習プロセス）をモデル化し
ようとした．
”と説明している[11]．ガニェは「学習は
学習者の内部で起こる現象」であり，講義を構成する
指導過程は「学習者の内部で起こっている学習を支
援するための，外部からの働きかけ（外的条件）
」と
考えた．
表 2 は，
「ガニェの 9 教授事象」モデルに合わせて，
実際の授業設計に適用し易く考案された「コマシラ
バス」という形で整理されたものである[12]．これは
講義型授業にも PBL 型授業にも，授業形態に影響さ
れずに活用できると考えられる．
【導入】として，①
学習者の注意を喚起する，②授業の学習目標を知ら
せる，③前提条件を思い出させる，
【展開】は【情報
提示】と【学習活動】に分けられ，
【情報提示】は④

表2

新しい事項を提示する，⑤学習の方針を与える，
【情
報提示】は⑥練習の機会を作る，⑦フィードバックを
与える，
【まとめ】では⑧学習の成果を評価する，⑨
保持と移転を高める，の各項目で構成されている．
【導入】の部分では，
「資料提示や課題説明」にお
いて注目させ（①）
，それを自分の問題としてとらえ
るための「発問（自ら課題に対する疑問を持つ）
」を
促し（②），さらに自分ゴト化を深めるための「結果
予想」を考えることを促す（③）．
次のステップである【展開】では，前半に新たな資
料･情報提示により，学習者が意味ある形で取り組め
るように「環境を整えて支援」し（④,⑤），後半には
可能な限り現実問題として考えられるよう，学習者
が持っている情報との比較検討による新規性やつな
がりを議論し，失敗しても構わないという意識･雰囲
気での練習（発表など）においてフィードバックを行
う（⑥,⑦）
．
最後に【まとめ】では，学習活動の評価（自己･他
己評価）を実施し，例えば成果物の発表や振返りシー
トなどで学習成果の可視化を図り，学習活動から得
たものを保持するための復習を促し，更には他の場
面への展開や応用を考えるためのコメントを加える
（⑧,⑨）．
このようにガニェのモデルを意識すると，学習目
標と到達内容が明確化された授業設計が可能となる．

ガニェの 9 教授事象を応用したコマシラバスの例[12]
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〇ARCS モデル
ケラー（1979）は，授業設計の中に動機づけをどの
ように位置づけるかを示すモデルを提案している
[13]．学習者が課題の達成に向けて努力しようとする
気になるかどうかは，
「主観的な課題達成への成功の
見通し（期待感）
」と「課題に取り組みそれを達成す
ることがもつ意義（価値）」との相乗作用であるとす
る「期待×価値理論」の枠組みを採用し，これまでに
提案された学習意欲に関する多種多様な概念に基づ
く授業設計を整理した結果，
「期待と価値の 2 因子に
分類することが有益である」とした[14]．
「ARCS モデル」は，学習意欲の問題と対策を注意
(Attention)･関連性（Relevance）･自信(Confidence)･
満足感(Satisfaction)の４要因から整理されたもので，
心理学の研究成果を活かした実用性の高い点が教育
者にとって魅力となっている．ARCS モデルにした
がって学習意欲の４つの側面を並べると，図 6 のよ
うに説明される．

図6

ARCS モデルの 4 要因

【注意(Attention)】
：学習者は，授業の導入で不思議
なことや変わった事象を提示されると，
「おもしろそ
うだ」と感じる．これが「注意」の側面で，主体的に
調べようとしたり，目新しいことを自分でやってみ
ようと思ったりしている興味・関心の高い状態であ
る．
【関連性（Relevance）】
：学習課題がわかり，これか
らやることが自分の疑問を解決することであり，自
分にとっての意味や価値を理解すると，学習者は「や
りがい」を感じる．これが「関連性」の側面で，
「関
連性」の側面が満たされると，積極的に課題解決に取
り組むことができる．
【自信(Confidence)】：課題解決の方法が理解でき，
解決までの見通しを立てることができると，学習者
は「自分一人でできそうだ」
，あるいは「他のメンバ
ーと協力すればできそうだ」と感じ，これが「自信」
の側面である．成功への期待感を学習者が持ってい
ることが重要であり，努力が報われたという体験を

第 54 巻 第１号

積み重ねることで「自信」が高まる．
：課題を解決して，
「疑問が解
【満足感(Satisfaction)】
決できた」
「できるようになった」と感じると，
「やっ
てよかった」につながる．これが「満足感」の側面で，
「満足感」の側面が満たされると次の学びへの学習
意欲となる．
この ARCS モデルは，教育工学などの専門家だけ
ではなく，むしろ直接に専門としない教育者（学校教
育，企業等での研修企画なども含めて）による応用が
盛んに行われている事実から，実務的な有用さがあ
ると考えられる．
法政大学の教育開発支援機構 FD 推進センターで
は，「FD アーカイブズ」を称して，ARCS モデルを
含めて，大学教員による授業工夫の実践事例が公開
されている[15]．同 Web サイトは，2007 年に発行さ
れた書籍版の「FD ハンドブック」を Web 化し，大
学教員が授業において実践されている工夫を紹介し
たコラムなどを様々な角度から検索できるようにし
た「Web 版 FD ハンドブック」として，2015 年から
始められている企画である．
ここで紹介されている「ARCS モデル」関連記事に
ついては，授業設計を評価し改善を図る基準ツール
としての位置づけにて，その概念解説から極めて実
務的な（教員用の）ワークシートまでが情報公開され
ている．同 Web サイトのトップページから，
「ARCS」
とサイト内検索をかけると，excel ファイルのダウン
ロードページを参照することができる．その内容を
簡単にまとめると，
「ARCS モデルに基づいた授業チ
ェックシート」と称して，授業の現状を 4 要因 12 分
類で整理された項目表において分析し，改善に向け
た新しい取り組みを検討することができる，設計時
には大変有用なツールといえる．また，実際の授業運
営におけるサンプル資料も公開されている．
ここで，ARCS モデルにおける 12 項目の下位分類
について整理する．前述の 4 要因に対して，それぞ
れ 3 つの詳細な下位分類が用意されており，これら
は表 3 のようにまとめられている[16]．
これらの項目は，授業設計におけるティップス的
な位置づけとして，大変有用と考えられる．ARCS 要
因ごとの指導方略については，表に示したように豊
富なサンプルが例示されている．教材／授業の設計
者は，ARCS モデルに提案されている指導方略のサ
ンプルを参照することで，自分の設計する教材／授
業で学習意欲に関する作戦をどのように組み込んで
いくかに関する，様々なヒントを得ることができる．
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表3

ARCS モデルの下位項目まとめ[16]
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4. PBL 型授業における評価について
一般的な評価においては，何を/誰が/いつ/どのよ
うに，評価するのかを考える必要がある．ここでは ID
における評価の基軸としての「カークパトリックの 4
段階評価モデル」，および PBL 型授業において重要
と考えられる「形成的評価と総括的評価」に関する考
え方を整理したいと思う．
〇カークパトリックの 4 段階評価モデル[17]
表 4 は ID でデファクト標準になっている「カーク
パトリックの 4 段階モデル」である．
【1.反応】のレ
ベルでは，一般的には受講者アンケートの形で実施
されることが多く，反応が好ましくなければ改善に
活用できる有用なデータとなる一方で，概して好意
的な回答が得られるケースが多いという課題の指摘
もある．
【2.学習】のレベルは ID で重視する「学習の
ゴール」に相当し，PBL 型授業における到達目標と
して応用力や創造するレベルを掲げているケースが
多いので，制約条件の下でオリジナルな企画･作品を
作る，レポートを課す，実際に演じてもらうなどによ
ってパフォーマンスチェックが行われる．【3.行動】
のレベルでは，授業を受けた（課題に取り組んだ）結
果としての学習者の行動変容について，インタビュ
ー，他者評価などを通じてチェックされる．
【4.成果】
のレベルは，学習者の行動変容が成果につながって
いるかの視点での評価である．
このモデルの特徴は，教育あるいは研修といった
学習活動（内容）そのものの効果（レベル 1）から，
学習者の知識･スキルの獲得行動とそれによる行動
変容の行動に関する効果について（レベル 2･3）
，2 段
階のレベルを設定し，更に成果につながっている効
果（レベル 4）を評価するシステムとして，系（視点）
を拡げて評価していくところが挙げられる．
表4
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〇形成的評価と総括的評価[18]
アクティブ･ラーニングにおける評価で，重要な 2
つのポイントについて整理する．１つは「形成的評価
（Formative Assessment）
」であり，これは学習者が
自身で理解状況の把握･評価をするもので，「学習の
ための評価」と説明される．もう一つは「総括的評価
（Summative Assessment）
」で，一連の学習が完了
した段階での学習効果そのものの評価であり，最終
的なレポート課題や試験などで付けられる点数に該
当すると説明される．
PBL 型授業の場合，学習者自身による評価や成果
物の評価など，評価における「機能の違い」を意識す
ることが重要であり，それらの基準を形成するもの
が「ルーブリックの策定（提示）」となる．PBL では
長期にわたる活動が想定されることから，
「形成的評
価」と「総括的評価」の両方をミックスさせて，複数
回のプロセス･ポイントにおいて，学習者の到達状況
を確認（振返り）し，目標を見失わないようにするた
めの工夫が必要と考えられる．また，途中での到達状
況によっては，最終目標の軌道修正（の判断）も必要
と考えられる．
PBL 型授業では，
「パフォーマンス評価」が幾重に
も織り込まれている．ここで「パフォーマンス評価」
とは，
“一定の意味のある文脈（課題や場面など）の
中で様々な知識やスキルなどを用いて行われる学習
者のパフォーマンスを手掛かりに，概念理解の深さ
や知識･スキルを総合的に活用する能力を質的に評
価する方法である”と説明される[19,20]．
「パフォーマンス評価」にはその基準として「ルー
ブリック」は欠かせないものであり，ルーブリックの
有効活用がパフォーマンス向上に寄与することは，
疑う余地はないと思われる．すなわちルーブリック
精度の向上が，学習者が何ができるようになるかの
一つの方策であると考えられる．

カークパトリックの 4 段階評価モデル[17]

表5
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5. おわりに
本稿では，
「PBL」
「インストラクショナルデザイン」
をキーワードとした調査研究から，授業担当者が授
業設計を考える際のティップス的価値について，整
理･考察を試みた．限られた紙面での表現なので，主
要なポイントは取り上げたつもりではあるが，専門
家からは色々とご意見等があるかも知れない．
大学教員にとっては，自身が学生時代に学んでき
たスタイルで専門科目の教授をされているケースが
殆どかと推察するが，昨今，これだけ学びに関するパ
ラダイムシフトが議論されている中，専門科目の教
授者であると同時に学習者としての意識も備えてい
れば，社会変化に対応できていくものと考えている．
PBL 型授業においては，最終成果は大事であるが，
そこに向かうプロセスでの気づきが，学習者の行動
変容につながるケースが多いと思われる．“「形成的
評価」のプロセス重視”において，学習者が自ら
PDCA サイクルを回し，教員は学習者の学びが促進
されるように適切なポイントでサポートしていくこ
とが，あるべき方向性の考え方ではと考えている．そ
のための授業設計に，本稿内容が役に立つことを願
う次第である．
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